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本日の卓話 次回の卓話（10 月 11 日）

卓 話

「米軍基地訪問の面白い話」

祖父江　重夫　様
東京福生ロータリークラブ米山奨学生

「内容を録音したデータが事務局にあります」

イニシエーション・スピーチ 

「いつも　ありがとう」 

山田　幸秀会員

カムピラー・アイラダーさん
紹介者　深澤壽一会員 紹介者　小林佳俊会員

卓話をされる山田幸秀会員と
ホテルメトロポリタンエドモント　岩崎均シェフ

9 月 20 日　第 1244 回例会報告

幹事報告

1．「ロータリー平和フェローシップニュースレ

ター」が、年 4 回作成されることになり、先日、

第 1号と関連資料をメール配信いたしました。

今回、ニュースレター第 1 号をテーブルに配布

いたしました。

また、バギオだより 9 月号も配布いたしました

ので、ご覧下さい。

2．米山奨学会より、来年 2 月 4 日（日）に開催さ

れる「財団設立 50 周年記念式典」のお誘いが再

度ありました。

テーブルにご案内を配布いたしましたので、ご

検討をお願いいたします。

参加ご希望の際は、クラブ事務局へご連絡下さい。

3．明日 21 日（木）地区青少年奉仕全体会議が開催

され、松岡会員、松下会員が出席されます。また、

同日に 2018-2019 年度　地区役員予定者研修会

があり、河合会員が出席されます。

4．来週 27 日は、新世代会議へ移動例会となります。

集　合：9：00　新世代会議は 10：00 ～ 12：00

会　場：文京シビックセンター　小ホールです。

移動例会としていますので欠席の方はメーク

アップをお願いします。

出 席

会員数：49名　欠席出席免除者：4名　出席数：33名

欠席数：12 名　出席率：73.33％

9 月 6 日修正後出席率：82.22％

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ニコニコＢＯＸ

＊松下和正会員

少し早いですが、弊社のお客様の中島千波先生の

オリジナルカレンダーをポストに入れさせて頂き

ました。今年は先生の一番好きな（しかし売れな

いとか）おもちゃシリーズです。



国民の祝日「敬老の日」に
軽老、稽老、慧老を思う

近藤博隆会員

恒例の 9 月 15 日敬老の日も過ぎていき、あせて 9

月23日の秋分の日の行動予定をたしかめながら「老」

の思いを書き留めてみました。ニュースを耳にし、

新聞に目をやると、日本もいよいよ高齢人口云々と

かの種々の話題を問いかけられていきます。私にも

高齢故に各方面からご挨拶をいただき、恐縮してお

り、この日は元気・健康で本年も迎えられたので社

会への微力ながら奉仕活動の日と予定しておりまし

たが、天候にも恵まれ、わが街区の小公園部分の清

掃で汗をかき実行できました。その作業しながら発

汗につれて頭にうかんできたのが「軽老」「稽老」「慧

老」という以前の思い出です。

軽老とは、軽やかに動きまわれる体力

稽老とは、いつまでも考えることが続く知力

慧老とは、前記と共にわが人生の継備の楽しみ

と私流に思い続けているのです。仲間の皆さんよろ

しく。　　　　　　　　　　　

以上

炉辺（第 1回）開催のご案内

【開催時期】

平成 29 年 10 月 1 日～ 10 月 31 日までの間に開催

してください。

【テーマ】

より深く親睦を深めるためには・・・。

【班編成】

4 班・班編成表をご参考ください。

【開催運営】

開催運営につきましてはリーダーもしくはサブ

リーダーにお願いします。

開催が決まりましたら開始日時、開催場所を事務

局にお知らせください。

更に炉辺開催後 1 週間以内に事務局へ報告書と集

合写真をご提出下さい。

【備考】 

会長、幹事には各班から参加の声がけをしてくだ

さい。

炉辺（第 1回）班編成表

◎リーダー・〇サブリーダー

敬称略・順不同

第 1班　◎栗原浩之　〇篠崎陽一

杉崎眞弥　平尾泰朗　本間正巳　近藤博隆

米倉伸三　櫟本健夫　川口勝彦　長久保スミ子

相本秀次郎　星野大記

第 2班　◎木村敬道　〇三浦謙吾　

鈴木嘉男　飯田美里　林　一好　大住省一

古関伸一　菅野日彰　小勝善一郎　廣瀬英昭

加藤利雄

第 3班　◎山田英明　〇山田幸秀

深澤壽一　小林佳俊　本郷　滋　井田吉則

服部浩美　原田睦巳　小出  豊　秋本康彦

清水卓治　山路敏之

第 4班　◎渡辺新吉　〇飯塚貞子

河合　洋　松岡　浩　柴山修一　中川了滋

塙　弘道　澤部利蔵　齋藤陽彦　小野澤亮介

粂田孝之　伊藤  守

以上

東京葛飾東 RC例会臨時変更のお知らせ

2017年 10月 11日（水）を移動例会
夜間例会「米寿を祝う会」
浅草ビューホテル 28Ｆ「ベルヴェデール」に
変更。

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ニコニコＢＯＸ 23,000 円

累　　計 321,000 円

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付 0 名 0 円
米山特別寄付 2 名 13,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

＊加藤利雄会員

元米山奨学生の呉艶紅さんが、9 月 16 日男児を出

産しました。身長 51.6 ㎝、体重 3,654g のＬサイ

ズです。

＊山田幸秀会員

本日は卓話を聞いていただき、ありがとうござい

ます。

＊伊藤　守会員

妻の誕生祝いをいただき有難うございます。妻か

らはあんたからのプレゼントはいらないので、犬

のボランティア団体に寄付して下さい、と言われ

ました。ついに、犬以下の存在に成り下がりまし

た。

＊原田睦巳会員

カープ優勝おめでとうございます。

＊櫟本健夫会員

広島カープが、このたびリーグ優勝を果たしまし

た。その日は、私もお好み焼き屋さんでビールか

けを体験し、多くのカープファンと共にお祝い致

しました。幼い頃より苦杯をなめてきましたが、

ここに来て幸せをかみしめております。



9 月 27 日　第 1245 回例会

本日の例会

集　合：9：00
新世代会議：10：00 ～ 12：00
会　場：文京シビックセンター（小ホール）

「第 19 回新世代会議へ移動例会」

出 席

会員数：49名　欠席出席免除者：3名　出席数：26名

欠席数：20 名　出席率：56.52％

9 月 13 日修正後出席率：82.22％

講師 教育学博士
千葉大学教育学部教授 保坂 亨氏

保坂氏著書プレゼントの抽選

松下会長挨拶

名司会の澤部会員

新世代会議ご報告

去る、平成 29 年 9 月 27 日 AM10 時より文京シビッ
クセンター小ホールに於いて、「子どもたちはどう
やって大人になるのか？」というテーマで、保坂亨
先生にご講演をいただきました。会場は平日の日中
という事もあって親御さんを中心に多くの方にご出
席いただきました。保坂先生の引き込まれるような
お話しに会場中の視線が熱くなっていく様子がとて
も印象的でした。来場者たちから参加して良かった
とお声掛けいただき、有意義な時間を共有できたと
実感しました。当日は、朝早くから会場設営や様々
な準備に携わって下さいました、文京区
の方々、会員の皆様には心より感謝
申し上げます。講演者、ターゲット、
内容、場所及び時間について、本
番まで打合せしてきた通り行うこ
とが出来ました。思春期の子供を
抱える親にとって、モヤモヤして
いた来場者は、秋晴れのごとく清々
しい笑顔で会場を後にされた事と
思います。司会を仰せつかった、私
だけがビッショリ梅雨模様でした。

な準備に携わって下さいました、文京区
の方々、会員の皆様には心より感謝
申し上げます。講演者、ターゲット、
内容、場所及び時間について、本

しい笑顔で会場を後にされた事と
思います。司会を仰せつかった、私

保坂氏著書プレゼントの抽選


